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はじめに
　私たち、すなわち私たちの身体を
構成している一つひとつの細胞は、
ア デ ノ シ ン三リ ン 酸（adenosine 3 
phosphate、ATP）をエネルギー源とし
て生命活動を営んでいる。運動時の
筋細胞（筋線維）では、筋の収縮のため
にATPの需要が安静時の 100 倍以上
にも達する（7）。一方で、筋細胞に蓄
えられているATPには限りがあり（～
5 mmol/kg muscle）、最大酸素摂取量
の 75％程度の運動では 15 秒間、また、
最大パワーを発揮するような運動で
はわずか 2 秒間で枯渇してしまう（6）。
トレーニングや競技の場面において、
一定の強度を保ちながら運動を継続
するためには、ATPの分解によって生
じたアデノシン二リン酸（adenosine 
diphosphate、ADP）と 無 機 リ ン 酸

（inorganic phosphate、Pi）を速やかに
ATPに再合成する必要がある。ATP
は、運動の様式、強度および持続時間に
応じてクレアチンリン酸系、解糖系、酸
化的リン酸化系などの経路によって再
合成されるが、10 秒程度以上継続する
ような運動では後者の 2 つが主な経路
となる（7）。ATPの再合成にはエネル
ギーが必要で、そのエネルギー源とし
て食事由来の三大栄養素が充てられ
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る。本稿では、運動時に筋細胞が栄養
素の分解を通してATPを再合成する過
程（エネルギー代謝）を概説するととも
に、それにかかわる栄養素について考
えてみたい。

三大栄養素はエネルギー源として
利用される
　糖質、脂質、およびタンパク質の消化
産物であるグルコース、脂肪酸、および
アミノ酸は、筋細胞に取り込まれた後

に、それぞれの代謝経路で分解され、最
終的にミトコンドリアでアセチルCoA
に収束する（図 1）。2 炭素化合物のア
セチルCoAは、4 炭素化合物のオキサ
ロ酢酸と縮合し、6 炭素化合物のクエ
ン酸を生ずる。この段階が、クエン酸
回路の始まりである。クエン酸は次々
に酸化されてゆき、その過程で 2 つの
炭素を二酸化炭素として放出し、最終
的に 4 炭素化合物のオキサロ酢酸と
なる。オキサロ酢酸は再びアセチル

図 1　エネルギー代謝経路
三大栄養素の代謝産物である、グルコース、脂肪酸およびアミノ酸はATP再合成のためのエネル
ギー源として分解される。
PDC：ピルビン酸脱水素酵素複合体、CPTⅠ：カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼⅠ。
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CoAと縮合し、クエン酸回路が形成さ
れる。クエン酸回路の過程で電子を受
け取った酸化型ニコチンアミドアデニ
ンジヌクレオチド（NAD＋）は還元型ニ
コチンアミドアデニンジヌクレオチド

（NADH）となり、電子をミトコンドリ
アの内膜に存在する電子伝達系に受け
渡し、NAD＋となって再びクエン酸回
路に戻ってくる。すなわち、NADHと
NAD＋はクエン酸回路と電子伝達系の
間の電子の運び屋として機能する。電
子伝達系は 5 つの複合体で形成される
が、電子が複合体を移動する過程で、プ
ロトン（H＋）がミトコンドリアにおけ
るマトリックス側から膜間スペース側
に汲み出され、その結果として生じた
電気化学的なエネルギーを基にして、
ADPとPiからATPが再合成される。
この過程を酸化的リン酸化という。筋
ではクレアチンリン酸系や解糖系によ
ってもATPが再合成されるが、量的に
は酸化的リン酸化が圧倒的に多い（1）。
　6 炭素化合物のグルコースは細胞質
の解糖系で 2 つの 3 炭素化合物のピル
ビン酸に分解される。酸素の供給が十
分でない環境では、ピルビン酸は還元
されて乳酸になる。グルコースの完全
燃焼（解糖系と酸化的リン酸化経路を
介して水と二酸化炭素に分解、30 モル
のATP）に比べると効率は悪いが、グ
ルコースが乳酸に分解される過程でも
ATPが再合成される（2 モルのATP）

（1）。酸素が十分に供給される環境で
は、ピルビン酸はミトコンドリアのマ
トリックスに取り込まれ、最終的に水
と二酸化炭素まで分解される。解糖系
は 10 段階の化学反応で構成されるが、
3 つの律速段階、すなわち、ヘキソキナ
ーゼ、ホスホフルクト 1 キナーゼ、およ
びピルビン酸キナーゼによって反応の
速度が調節されている。ミトコンド
リアに取り込まれたピルビン酸は、ピ
ルビン酸脱水素酵素複合体（pyruvate 
dehydrogenase complex、PDC）によっ
てアセチルCoAに変換される。

　脂肪酸はミトコンドリアのマトリッ
クスでβ酸化を受けてアセチルCoAへ
と変換される。β酸化は、脂肪酸の炭
素鎖が 2 炭素ずつ（アセチルCoA）切り
出される過程である。例えば、16 炭素
化合物のパルミチン酸からは 8 つのア
セチルCoAが切り出される。脂肪酸が
燃料として利用される律速段階は、脂
肪酸がミトコンドリアのマトリックス
に取り込まれる過程である（図 1）。こ
の段階を調節しているのがカルニチ
ンとカルニチンパルミトイルトラン
スフェラーゼⅠ（carnitine palmitoyl 
transferaseⅠ、CPTⅠ）である。カルニ
チンは脂肪酸を内膜を越えてマトリッ
クスに輸送するための担体、CPTⅠは
脂肪酸とカルニチンを結合させる酵素
として働く。
　アミノ酸の栄養素としての第 1 の役
割はタンパク質の構成成分であるが、
ATP再合成のための燃料としても用い
られる。アミノ酸分解の第一段階はア
ミノ基転移反応で、アミノ基（NH2）が
外される。アミノ基由来のアンモニア

（NH3）は神経毒なので肝臓に運ばれて
尿素に変換された後、尿中に排泄され
る。アミノ基が外れて生じた炭素骨格
は、アセチルCoAもしくはクエン酸回
路の中間代謝物に変換される。前者の
アミノ酸をケト原生アミノ酸、後者を
糖原生アミノ酸という。

脂質が分解される時には
タンパク質も分解される
　脂肪酸のβ酸化では大量のアセチル
CoAが生ずるが、オキサロ酢酸を生ず
ることはできない（図 1）。一方、解糖
系で生じたピルビン酸はアセチルCoA
に変換されるだけでなく、ピルビン酸
カルボキシラーゼの働きでオキサロ酢
酸へも変換される（図 1）。グルコース
は自己完結的にクエン酸回路に入るこ
とができるのに対して、脂肪酸由来の
アセチルCoAはオキサロ酢酸が存在し
ないかぎり、クエン酸回路に進入する

ことができない。脂肪酸由来のアセチ
ルCoAをクエン酸回路に入れるために
は、グルコースもしくは糖原生アミノ
酸からオキサロ酢酸を供給する必要が
ある。脂肪酸が燃料として用いられる
のは主に食間飢餓時である。このとき
には筋細胞ではグルコースは欠乏して
いるため、主に糖原生アミノ酸がオキ
サロ酢酸の供給源となる。以上のこと
は、脂肪酸が燃料として用いられる時

（食間飢餓時）には、アミノ酸の分解も
進むことを意味している。減食や絶食
によるダイエット時には、脂肪量だけ
でなく、筋量も減少してしまうのは上
記の機序で説明できる。食事に含まれ
る糖質を制限する、低糖質ダイエット
でも同様のことが起こる。アミノ酸が
分解される時には尿素の合成が増大
するが、尿素の合成にはATPが必要で
ある。さらに、低糖質ダイエットでは
糖質の供給が制限されるため、グルコ
ースを一義的なエネルギー源とする脳
を守るために、肝臓の糖新生経路でア
ミノ酸から糖質が作られる。糖新生も
ATPを要する代謝経路である。低糖質
ダイエットは比較的短期間に減量でき
るとされているが（4）、尿素回路や糖新
生でATPを消費することがそれに貢献
していることが考えられる。レジスタ
ンストレーニングで筋を増量させたい
時は、脂肪の燃焼、すなわち筋タンパク
質の燃焼を抑えるために、筋や肝臓に
グリコーゲンを充填しておくこと（カ
ーボローディング）や運動前や運動中
に糖質を補給することが有用である。
同様に、長距離レースなどで効率よく
脂肪を燃焼させるためにもカーボロー
ディングや糖質の補給が有用である。
　グルコース、脂肪酸およびアミノ酸
が分解される過程を概説したが、運動
時には主にグルコースと脂肪酸が燃料
として用いられる（6）。それぞれの分
解は、栄養状態に応じて互いに関係し
合いながら巧みに調節されている（3）。
食後、食間飢餓時、および運動時の糖質
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と脂質の分解の調節（代謝調節）につい
て考えてゆきたい。

食後の燃料選択
　食後の筋細胞にはグルコース、キロ
ミクロン（chylomicron、CM）や超低密
度リポタンパク質（very low density 
lipoprotein、VLDL）として運ばれて
きた中性脂肪由来の脂肪酸、およびア
ミノ酸が潤沢に供給されるが、燃料と

しては主にグルコースが用いられる
（図 2）。
　血糖の上昇によって膵臓から分泌
されたインスリンは、筋細胞膜上に存
在するインスリン受容体に結合し、細
胞内の小胞に局在しているグルコー
ス輸送体 4 型（glucose transporter 4, 
GLUT 4）を筋細胞膜に移行させる。
GLUT 4 を介して筋細胞内に取り込ま
れたグルコースは、細胞質の解糖系を

経てピルビン酸へと変換される。食
後にはグリコーゲンの合成も増大す
るが、ヘキソキナーゼによって生じた
グルコース 6 リン酸は、グリコーゲン
合成の律速酵素であるグリコーゲン
合成酵素を活性化する。フルクトー
ス 6 リン酸からホスホフルクト 2 キナ
ーゼによって生成されるフルクトー
ス 2,6 ビスリン酸は、解糖系の律速酵
素のホスホフルクト 1 キナーゼをアロ

図 2　筋における食後の燃料選択（文献 3 より引用改変）
食後にはATPを再合成するための燃料として主にグルコースが分解される。食後の血糖値の上昇に伴って分泌されたインスリンは、筋細胞内の小胞
に局在しているグルコーストランスポーター 4 型を細胞膜上へ移行させ、グルコースの取り込みを促進させる。解糖系の代謝産物は､律速酵素をアロ
ステリックに活性化して解糖系を促進させる。グルコース 6 リン酸はグリコーゲン合成酵素を活性化する。フルクトース 2,6 ビスリン酸はホスホフ
ルクト 1 キナーゼを活性化するとともに、フルクトース 1,6 ビスホスファターゼを不活性化する。フルクトース 1,6 ビスリン酸はピルビン酸キナー
ゼを活性化する。ミトコンドリアから漏出したクエン酸は、ホスホフルクト 1 キナーゼとホスホフルクト 2 キナーゼを不活性化する。クエン酸から
アセチルCoAを経て生成されたマロニルCoAは、脂肪酸分解の律速酵素であるカルニチンパルミトイルトランスフェラーゼⅠを不活性化して脂肪酸
の分解を抑制する。
HK：ヘキソキナーゼ、PF 1 K：ホスホフルクト 1 キナーゼ、PF 2 K：ホスホフルクト 2 キナーゼ、FBP：フルクトース 1,6 ビスホスファターゼ、PK：
ピルビン酸キナーゼ、GS：グリコーゲン合成酵素、PHL：ホスホリラーゼ、LPL：リポタンパク質リパーゼ、CM：キロミクロン、CMR：キロミクロン
レムナント、VLDL：超低密度リポタンパク質、IDL：中間密度リポタンパク質、LDL：低密度リポタンパク質、FATP：脂肪酸輸送タンパク質、FABP：
脂肪酸結合タンパク質、CPTⅠ：カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼⅠ、ACC：アセチルCoAカルボキシラーゼ、PDC：ピルビン酸脱水素酵
素複合体、PDK：ピルビン酸脱水素酵素複合体キナーゼ、破線はアロステリックな活性化（＋）、もしくは不活性化（－）。⦿は脱リン酸化。□-Pはリン
酸化。
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ステリックに活性化するとともに、生
じたフルクトース 1,6 ビスリン酸をフ
ルクトース 6 リン酸に戻すフルクト
ース 1,6 ビスホスファターゼを阻害す
る。フルクトース 1,6 ビスリン酸は、
ピルビン酸キナーゼをフィードフォワ
ード的に活性化する。このように、筋
細胞にグルコースが潤沢に供給される
と、解糖系の代謝産物自体が律速酵素
を活性化することによって解糖系が促
進される。酸素が十分に供給される
環境では、ピルビン酸はミトコンドリ
ア内膜に存在するモノカルボン酸輸
送 体（monocarbonic acid transporter, 
MCT）によってミトコンドリアに取り
込まれる。ミトコンドリアのマトリッ
クスに存在するPDCは、ピルビン酸を
酸化的脱炭酸反応によってアセチル
CoAへと変換する。PDCはリン酸化
によって不活性化され、脱リン酸化に
よって活性化されるが、PDCをリン酸
化して阻害するPDC kinase（PDK）は、
ピルビン酸によって阻害されるため

（すなわち、PDCが脱リン酸化されるた
め）、ピルビン酸からアセチルCoAへの
反応が促進される。アセチルCoAは、
オキサロ酢酸と縮合してクエン回路へ
入る。筋内のATP需要に対してグルコ
ースの供給が過剰になると、ミトコン
ドリアのマトリックスからクエン酸が
内膜のクエン酸担体を介して細胞質に
漏出する。細胞質のクエン酸は細胞の
飽食シグナルとして働く。クエン酸は、
ホスホフルクト 1 キナーゼとホスホフ
ルクト 2 キナーゼをアロステリックに
阻害して解糖系を抑制する。
　筋における脂肪酸分解の律速段階
は、脂肪酸がCPTⅠの働きによってカ
ルニチンと結合し、ミトコンドリアの
マトリックスに輸送される段階であ
る。クエン酸は、CPTⅠの阻害剤であ
るマロニルCoAを生成するアセチル
CoAカルボキシラーゼを活性化する。
クエン酸は細胞質でアセチルCoAとオ
キサロ酢酸に分解されるが、生じたア

セチルCoAはアセチルCoAカルボキシ
ラーゼの基質であり、マロニルCoAの
材料にもなる。すなわち、グルコース
が燃料として用いられる時は、クエン
酸由来のマロニルCoAがCPTⅠを阻害
することによって脂肪酸の分解が抑制
される。これらのことは、運動前や運
動中にクエン酸を摂取すると解糖系や
脂肪酸の分解が阻害され、ATPの再合
成が抑制されてしまう可能性を示唆し
ている。反対に、運動後にクエン酸と
グルコースを摂取すると、解糖系が堰
き止めた状態でグルコースが供給され
るため、グリコーゲンの回復速度が高
まることが報告されている（9）。
　以上のように、食後に糖質が潤沢に
存在する状況では、グルコースが筋の
主な燃料となる。その結果、血液中を
流れるリポタンパク質の中性脂肪由来
の脂肪酸は、脂肪組織に送られて蓄積
される。

食間飢餓時の燃料選択
　食間飢餓時には血糖値が低下する。
脳はグルコースを一義的なエネルギー
源とするため、肝臓はグルカゴンによ
って促進されるグリコーゲンの分解や
糖新生によってグルコースを血液中に
供給する。食間飢餓時には血中のイン
スリン濃度が低いため、筋細胞内の小
胞に局在しているGLUT 4 は細胞膜へ
移行しない。その結果、食間飢餓時に
筋細胞に取り込まれるグルコースは限
定的であり、解糖系は抑制される。グ
ルカゴンは脂肪組織のホルモン感受性
リパーゼを活性化し、食後に蓄積され
た中性脂肪から脂肪酸を血液中に供給
する。疎水性の脂肪酸は、血液中では
アルブミンと結合して筋へ輸送されて
くる。食間飢餓時の筋のエネルギー源
は主に脂肪酸である（3）。
　細胞膜に存在する脂肪酸輸送タン
パク質（fatty acid transport proteins、
FATP）を介して筋細胞内に取り込ま
れた脂肪酸は、細胞質で脂肪酸結合タ

ンパク質（fatty acid binding protein、
FABP）と結合してミトコンドリアに
運ばれる。脂肪酸はミトコンドリア
の外膜上でアシルCoAに変換された
後にCPTⅠの働きによってマトリッ
クスに取り込まれる。CPTⅠは脂肪
酸によって活性化されるperoxisome 
proliferator-activating receptorα

（PPARα）によって発現が誘導される
とともに（2）、食間飢餓時には細胞質の
マロニルCoAの濃度が低いためCPTⅠ
への阻害が起こらず、脂肪酸は効率よ
くミトコンドリアのマトリックスに取
り込まれる。脂肪酸はマトリックスで
β酸化を受け、アセチルCoAに分解さ
れる。このときにNADHも生ずるが、
アセチルCoAとNADHはPDCを阻害す
る。また、食間飢餓時にはPPARαの
活性化を介してPDKの発現が誘導され
るが（10）、アセチルCoAはPDKを活性
化する。以上のように、食間飢餓時に
は、細胞内にグルコース自体が限定的
にしか存在しない上に、アセチルCoA
やNADHがPDCの働きを抑制するため
に、グルコースの利用は強力に抑制さ
れる。すなわち、食間飢餓時に骨格筋
は脳を守るためにグルコースを利用せ
ず、脂肪酸が主な燃料となる。図 3 に
は示されていないが、上述のように脂
肪酸が分解される時にはアミノ酸も分
解される。

運動時の燃料選択
　運動時には肝臓でのアドレナリンに
よるグリコーゲンの分解やグルココル
チコイドによる糖新生によって、血糖
値が上昇する。食後の時間経過によっ
ては、グルコースは小腸からも供給さ
れる。アドレナリンは脂肪組織のホル
モン感受性リパーゼを活性化し、脂肪
酸を血液中に供給する。食間飢餓時と
同様に、血液中に放出された脂肪酸は
アルブミンと結合して筋へ輸送されて
くる。すなわち、運動時に筋にはグル
コースと脂肪酸の両者が供給される。
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運動時には筋の収縮に伴うadenosine 
monophosphate（AMP）濃 度 の 上 昇
とそれに伴うAMP activated protein 
kinase（AMPK）の活性化、およびカル
シウムイオン濃度の上昇によって、筋
はグルコースと脂肪酸の両者を燃料と
することができる（3）（図 4）。
　安静時にATPの分解によって生じた
ADPと無機リン酸は電子伝達系の酸化
的リン酸化反応でATPに再合成される
が、ATPの需要が高まる運動時には速
やかにATPを再合成するために、マイ
オキナーゼの働きによって 2 つのADP
からそれぞれ 1 つのATPとAMPが生
成される。AMPKはAMPによって活

性化され、グルコースと脂肪酸の両者
の酸化を促進する（5）。AMPKは筋細
胞内小胞に存在するGLUT 4 をインス
リンとは異なる情報伝達経路を介して
筋細胞膜上に移行させ、グルコースの
取り込みを促進する。AMPはグリコ
ーゲン分解の律速酵素であるホスホリ
ラーゼを活性化し、グリコーゲンの分
解を促進する。グルコース 6 リン酸は
グリコーゲン合成酵素を活性化するた
め、運動時にはグリコーゲンの合成も
増大する。このことは筋細胞内のグル
コース濃度を低く保つことでグルコー
スの取り込みの速度を上げることに貢
献している。また、AMPはホスホフル

クト 1 キナーゼを活性化する。運動時
には食後にみられる代謝調節に加え
て、AMP、AMPKおよびカルシウムイ
オンの働きによってさらに解糖系が促
進される。
　筋の収縮によってミトコンドリア内
のカルシウム濃度も上昇するが、カル
シウムはPDCホスファターゼを活性化
し、PDCを脱リン酸化して活性化する。
カルシウムはイソクエン酸脱水素酵素
とαケトグルタル酸脱水素酵素を活性
化し、クエン酸回路を促進させる。
　AMPKはアセチルCoAカルボキシ
ラーゼをリン酸化して不活性化すると
ともに、マロニルCoAをアセチルCoA

図 3　筋における食間飢餓時の燃料選択（文献 3 より引用改変）
食間飢餓時には利用できるグルコースやグリコーゲンが少ないため、ATP再合成のエネルギー源として脂肪酸が分解される。食間飢餓時にはインス
リン濃度が低いため、グルコーストランスポーター 4 型は筋細胞内の小胞に留まることにより、血液中のグルコースは取り込まれない。筋グリコーゲ
ンの分解によって生じたグルコース 6 リン酸は解糖系の律速酵素のヘキソキナーゼを不活性化する。アシルCoAは、アセチルCoAカルボキシラーゼ
を不活性化するとともにマロニルCoAデカルボキシラーゼを活性化するため、マロニルCoAの濃度が低下する。マロニルCoAによるカルニチンパル
ミトイルトランスフェラーゼIの抑制が起こらないため、脂肪酸はミトコンドリアに取り込まれβ酸化を受ける。
MDC：マロニルCoAデカルボキシラーゼ。その他の略語等は図 2 のとおり。
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図 4　筋における運動時の燃料選択（文献3より引用改変）
運動時には筋でのATP再合成の優先順位が高まるため、グルコースと脂肪酸の両者が分解される。ATP分解の増大に伴って生じたAMPは、AMP活
性化プロテインキナーゼを活性化する。AMP活性化プロテインキナーゼはインスリンとは異なる情報伝達経路を介してグルコーストランスポー
ター 4 型を細胞膜上へ移行させる。筋の収縮のために筋小胞体から放出されるCa2＋はグリコーゲン分解の律速酵素であるホスホリラーゼを活性化
する。同時に、グルコース 6 リン酸はグリコーゲン合成酵素を活性化する。すなわち、運動時にはグリコーゲンの分解と合成が同時に起こる。グリコー
ゲン合成酵素の活性化は筋細胞内のグルコースの濃度を下げ、グルコースの細胞内への取り込み速度を上昇させることに貢献している。フルクトー
ス 2,6 ビスリン酸はホスホフルクト 1 キナーゼを活性化するとともに、フルクトース 1,6 ビスホスファターゼを不活性化する。AMPもホスホフルク
ト 1 キナーゼを活性化するとともに、フルクトース 1,6 ビスホスファターゼを不活性化する。フルクトース 1,6 ビスリン酸はピルビン酸キナーゼを
活性化する。AMP活性化プロテインキナーゼは、アセチルCoAカルボキシラーゼをリン酸化して抑制するとともにマロニルCoAカルボキシラーゼを
活性化するために、マロニルCoAの濃度を低下させる。マロニルCoAのカルニチンパルミトイルトランスフェラーゼIへの阻害が抑制されるため、脂
肪酸はミトコンドリアに取り込まれβ酸化を受ける。グルコースと脂肪酸の分解される割合は運動強度が高くなるにつれ、グルコースへの依存度が
大きくなる。ピルビン酸はピルビン酸脱水素酵素複合体キナーゼを不活性化する。筋の収縮に伴ってミトコンドリアマトリックスのCa2＋濃度も上
昇するが、Ca2＋はピルビン酸脱水素酵素複合体脱リン酸化酵素を活性化する。ピルビン酸脱水素酵素複合体のキナーゼの不活性化とホスファターゼ
の活性化によってピルビン酸脱水素酵素複合体は活性化される。また、Ca2＋はクエン酸回路のイソクエン酸脱水素酵素とαケトグルタル酸脱水素酵
素複合体を活性化する。
AMPK：AMP活性化プロテインキナーゼ、PDP：ピルビン酸脱水素酵素複合体ホスファターゼ。その他の略語等は図 1 と 2 のとおり。

に変換するマロニルCoAデカルボキシ
ラーゼを活性化することで、マロニル
CoAの濃度を低下させる。すなわち、
運動時にはマロニルCoAによるCPTⅠ
の阻害が起こらないため、細胞内に取
り込まれた脂肪酸はミトコンドリアに
運ばれてβ酸化を受ける。このように、
運動時にはグルコースと脂肪酸の両者
が燃料として用いられる。比較的運動

強度が低い時は主に脂肪酸が利用さ
れ、運動強度が高くなるにつれてグル
コースが利用される割合が大きくなる

（8）。その理由は、運動強度が高くなる
につれATPの需要に対して酸素の供給
が追従できなくなり、酸素を用いるこ
となくATPを再合成できる解糖系への
依存度が増すことによる。また、上述
の通り、運動強度の増大に伴って筋細

胞内のAMPやカルシウム濃度が上昇
することも、解糖系への依存が高まる
ことに貢献している。

エネルギー代謝に必要な栄養素
図 5 にATPの再合成にかかわる代

謝経路で用いられる主な栄養素を示し
た。いずれの経路においても、ビタミ
ンB群とミネラルの必要なことがわか



23ＣNational Strength and Conditioning Association Japan

る。運動時の筋細胞ではATPの需要が
増すため、燃料に加えてこれらの栄養
素の必要量も増大する。日常的なトレ
ーニングには、エネルギー源や身体の
構成成分（タンパク質やアミノ酸）だけ
でなく、偏りのない食事が必要なこと
を示している。

おわりに
　運動時には筋細胞でのATPの再合成
のために、主にグルコースや脂肪酸が
エネルギー源として分解される。いず
れの燃料が用いられるかは、運動の様
式、強度および継続時間だけでなく、利
用可能な燃料の量に依存する。一般的
に、脂肪酸は体脂肪として、アミノ酸は
体タンパク質として蓄積されているの
で、グルコースやグリコーゲンが燃料
選択の決定因子となる。トレーニング
や競技においては、それぞれの様式や
強度に応じて理想的な燃料があり、そ
れらを利用できるか否かがトレーニン
グや競技の出来映えに影響を与えるこ

とが考えられる。また、グルコースや
脂肪酸を代謝するためには、基本的な
条件としてビタミンやミネラルなども
必要である。日常の食事や運動前後の
栄養素の補給を通して、目的に即した
代謝の環境を整えることは、トレーニ
ングや競技をより充実したものにする
ための基盤となる。◆
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図 5　エネルギー代謝経路にかかわる栄養素
グルコース、脂肪酸およびアミン酸の分解にかかわるビタミンやミネラルを示した。それぞれの
代謝経路に共通の栄養素が見られるが、特異的なビタミン等を挙げると以下の通りとなる。グル
コースの代謝ではピルビン酸脱水素酵素複合体でビタミンB1、グリコーゲンの代謝ではホスホリ
ラーゼでビタミンB6、アミノ酸の代謝ではアミノ基転移酵素でビタミンB6、分岐鎖アミノ酸脱水素
酵素複合体でビタミンB1、メチルマロニルCoAムターゼでビタミンB12、クエン酸回路ではαケト
グルタル酸脱水素酵素複合体でビタミンB1などである。運動時にはエネルギー消費量の増大に伴
い、燃料とともに図に示したミネラルやビタミンの必要量も増大する。

著者紹介




